
公 民部会

研究主題 社会 と人間の探究をとおして、主体的な学びにつなげる評価の工夫と指導の改善

r主 題設定の理由

平成15年 度より実施された学習指導要領は、その目標に 「広い視野に立って、現代の社会について主体

的に考察 させ、理解を深めさせ る」と示している,「主体的」とい う表現は、各科 目の目標においても、「主

体的に考え公正に判断する」(現代社会)、f生 きる主体としての自己の確立」(倫理)、 「主体的に考察 させ」

(政治 ・経済)と 示され、さらに、内容の取扱いにおいても、「主体的」な学習を喚起す る指導が求め られ

ている。

このことを受け、本研究では、生徒の主体的な学びにつながる評価や指導の在 り方にっいて、評価 と指

導の一体化に配慮 しながら、研究主題を設定した.

さらに、「生徒による授業評価jを 、授業改善の視点の一つ として導入 した。その中で、生徒に、授業に

おける主体としての意識を喚起 し、生徒 と教員による共同作業 としての授業の在 り方にっいて研究を深め

ることとした。

E研 究 の 視 点

1学 習指導要領の趣旨を踏まえ、生徒が、現代の社会と人間について、主体的な学習に取 り組む指導計

画、指導内容、評価について研究する、

2指 導 と評価の一体化を考慮 し、指導単元における評価規準を明らかにした、よりきめの細かい指導に

ついて研究する。

3生 徒が 自己の学習を振 り返ることによって、生徒が主体的に学ぶ意欲をもつ とともに、教員の授業改

善の手立てとなるための 「生徒による授業評価」の実施の在 り方を研究する。

皿 研究 の 方法

1「 倫理」では、「(1)青年期の課題 と人間としての在 り方生き方」の 「イ 人間としての自覚」の うち、

「人生における哲学、宗教、芸術のもつ意義」について理解させる内容において、イスラム教への理解

を深める学習計画を作成す る。

なお、この単元は、「倫理」「(2)現 代と倫理」の 「ウ 現代の諸課題 と倫理」における 「世界の様々

な文化の理解j、f現 代社会」「(1)現 代に生きる私たちの課題」における選択課題 「日常生活 と宗教や芸

術 とのかかわり」で、生徒の課題追究学習に援用できる。

2「 政治 ・経済」では、「(2)現代の経済」の 「ア 現代社会の変容 と現代経済の仕組み」の うち、「財政

の仕組み と働き及び租税の意義 と役割」について、基本的な考え方を身に付 けさせ るとともに、税に関

す る望ましい在 り方について主体的に考察す る指導計画を作成する。

3作 成 した指導計画に基づき、検証授業を行 うとともに、その指導について、「生徒による授業評価」を

実施 し.指 導の改善の方向性 について研究開発す る,
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第1分 科会 「異文化 との共生に向けた倫理的課題の探究」

1目 標

(1)キ リス ト教 ・仏教 ・イスラム教を概観することを とお して、イスラム教やイスラム文化に関心をも

たせ、主体的に考察す る意欲を高める.

(2)異 なる宗教や文化 との共生 とい う倫理的牒題を自覚 させ、多様 な宗教や文化に対する寛容の精神や

公正な判断力を養う。

(3)イ スラム教やイスラム文化に関する課題の追究をとお して、人生における宗教の持つ意義を理解す

るための適切な資料を選択 し、表現する能力を養 う。

(4)エ スノセン トリズム(自 文化中心主義)を 脱却 して異なる宗教や文化に対する寛容の態度を身に付

けさせ、国際社会に生きる人間 としての在 り方生き方について考えを深めさせる,

2単 元の評価規準

関心 ・意欲 ・態度 思考 ・判 断 資料活用の技能 ・表現 知識 ・理解
.

・イス ラム教 とイス ラム ・世界の多様 な宗教や ・主たる教材である教科書 ・キ リ ス ト教 ・仏 教 ・イ

文化 、ム ス リム に対す 文化 に つい て、 倫理 や副教材に掲載 されてい スラム教の特色にっい

る関心が高まっている。 的視点か ら課題 を見 る複数の資料のうちから、 て理解 し、知識を身に

・現代の諸事象における いだ して いる。 課題を解決す るために必 付 けている。

倫理的課題のうち、異 ・イス ラム教や イ ス ラ 要な情報を自ら探索 して ・イ ス ラ ム 教 ・や イ ス ラ ム

なる宗教や文化 との共 ム文化 との共生 とい 選択 し、活用 している。 文化の特色を理解 し、

生とい う課題に対する う課題を多面的 ・多 ・イ スラム教や イスラム文 知識を身に付けている。

関心が高 まってい る。 角的に考察 している. 化に関する資料を様々な ・イ ス ラム教や イ ス ラム

・イ スラム教やイ スラム ・イス ラム教や イ スラ メデ ィアを通 して収集 し 文化が国際社会におい

文化 との共生という課 ム文化 と共生 して生 て い る 。 て重要な存在であるこ

題を自己の課題 とつな き よ うとす る自己 の ・イスラム教や イスラム文 とを理解 してい る。

げて意欲的に追究 して 在 り方生き方 にっ い 化 との共生という課題を ・異なる宗教や文化 を尊

い る 。 て探究 し、主体的か 自己の課題 とつなげて追 重 し、世界の多様な宗

・イ ス ラム教やイ スラム つ公正に判断 してい 究する学習に役立つ情報 教や文化に対す る寛容

文化 と共生 して生きる る 。 を主体的かつ適切に選択 の精神を身に付けるこ

道を探ろ うとする態度 ・多様な宗教や文化の し、活用 してい る. との大切 さを理解 して

が身 に付いてい る, 差異に対す る寛容の ・ムス リム との交流やイ ン い る 。

・イ スラム教以外の異な 精神 と公正な判断力 タ ビ ュ ー を とお し て 、 ム ・国際社会 と国家 とのか

る宗教や文化に関する を身に付けてい る。 ス リムの思 いに共感 し、 かわ りを視 点 と して 、

類似の課題についても 自己の思いを理解 しても 広い視野か ら人類全体

関心 が高 まってい る。 らえるよ うにムス リムに の福祉や国際協調な ど

伝 えよ うとしてい る。 につ いて理解 し、 自 ら

の人格形成 に生かす知

識 を身 に付 けて い る。
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3指 導 と評 価 の 計 画

(1)単 元の指導 ・評価計 画

① 指導計画

第1時 イスラム教とキリス ト教 ・仏教との差異

世界の多様な宗教のうち、イスラム教に焦点を当てて、キ リス ト教 ・仏教との差異に気付かせ る,

第2時 イスラム教(ム スリム)の 生活や思想

ムス リムの 日常生活の隅々にまでイスラム教が浸透 してお り、クルアーン(コ ーラン)の 教えに

従 った考え方や思想が形成 されていることに気付かせる。

第3時 ムスリムとの共生

宗教や信仰が、人間にとってかけがえのないものであることに気付かせ、宗教に対す る寛容の精

神 を養い、異なる宗教や文化 と共生するためにどうすればよいかを考えさせる.

第4時 地域に住むムスリムに学ぷ

地域の留学生会館や国際ボ ランティア機関を通 してムスリムを紹介 してもらい、ゲス トティーチ

ャー として教室に招く。インタビュー等を通 して、交流を体験させる。

② 評価計画

ア 単元のはじめに実施する生徒への事前アンケー ト

・「この単元の授業に期待すること」や 「異なる宗教や文化 と白分の生き方 とのかかわり」に関連する

設問を提示 し、関心度や既得の知識を確認する、

イ 授業者による生徒の評価

・4っ の観点に対応する具体的な評価対象 ・評価方法を明確にするe

「関心 ・意欲 ・態度」:ワ ークシー トの記入内容(単 元や授業の導入部での問いかけへの応答)、 行動

観察、発言内容、自主課題 ・発展課題への取組等

「思考 ・判断」1発 問に対する応答、ワークシー トの記入内容と定期考査の結果(思 考力、根拠に基づ

いた判断を求める設問への応答)、報告書の考察内容等

「技能 ・表現」:ワ ークシー トの記入内容(教 材に掲載されている資料の選択 ・対比 ・分析の過程と結

果)、 自主課題 ・発展課題の取組過程と結果の発表、資料の読み取 りやインタビュー

時の対応等

「知識 ・理解」=ワ ークシー トへの記入状況と定期考査の結果 〔知識 を間 う設問、理解度を確認する設

問への応答)、 発言内容等

ウ 毎時間終了後に実施する 「生徒による授業評価」

・毎時問終了後に生徒による授業評価 を実施 し、異なる宗教や文化 と自分の生き方とのかかわ りに関

す る考え方の変容等、指導と支援の効果を確認 ・分析 し、後の指導に生かす。

・自由記述欄の質問項 目は、「興味を持った点」「新発見 した点」「深 く考えさせ られた点」「授業内容

や授業方法で、よいと思 う点 ・改めてほしいと思 う点1と する。
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(2)本 時(第2時)の 指導 と騨価 一イスラム教(ム ス リム)の 生活や思想 一

学習項目 学 習 内 容 指 導 ・ 評 価 活 動

・イ ス ラム教 と現 ・前 時に行 った授 業ア ンケー トの結果 を ・生徒か ら出された質問事項をプ リ

導 代の国際情勢 踏まえ、本時の学習課題を把握す る. ン トに ま と め 、フ ィー ドバ ッ クす る 。

・現代の国際的な諸課題を理癬するため 〔関心 ・意欲 ・態度)

には、イ ス ラム教への正 しい理解 が不 ・近年 の国際的 なニ ュー スを持 ち寄

入 可欠 で あるこ とに気付 く。 り、関心を高める,

(開心 ・意欲 ・態度)

・イ ス ラム教 の歴 ・イスラム教の成立過程について説明を ・地図帳の使い方、聖地を確認す る

史 と国々 聞き、地 図帳 を用いて聖地や ム ス リム 方法 を助 言す る。(技 能 ・表現)

の分布を確認す る。

・統計資料 を用 いて、信仰者数 を調べ る、 ・統計資料の活用方法を助言する
。

・イ ス ラム教 の教 ・教科書 の記述 か ら、六信 五行 な ど、ム (技能 ・表 現)

え とイ ス ラ ム文 ス リムの生活 について理解す る。 ・教科書の記述や講義を通して理解

展 化 した ことをワークシー トに記入する。

・生活上の禁忌 とその宗教的背景 を知 (知識 ・理解)

る. ・基 本的事項 を ワー クシー トに記 入

させ 、点検す る,

{知識 ・理解)

・ム ス リムが使 用す るカ レンダー では 、 ・イス ラム文化 圏で使用 され てい る

開 金曜 日が安 息 日(休 日)で あ るこ とに カ レンダー と日本 のカ レンダー と

気付き、宗教 と日常生活 との関連につ の違いを考察 させ る。

いて考え る。 (思考 ・判断)

・社会生活において、宗教が重要である ・イス ラム文化 へ の理 解不 足に よっ

ことを理解 し、人生における宗教の意 て生じた具体的な問題を挙げる。

義について 関心を もつ. (関心 ・意欲 ・態度)

・学習内容の整理 ・ムス リムの生活や文化を取 り上げたビ ・授業 内容につ いて、 ビデ オを見 な

デ オ を見 て、イ ス ラム教 につ いて の理 が ら振 り返 らせ る。

ま 解をさらに深め、知識を整理 ・確認す (知識 ・理 解)

と る 。

め ・授 業評価 ・本時 の授業 につ いて の授業評価に取 ・自分 自身が ムス リム と交流 して確

り組み、次時の授業に向けて主体的に かめてみたい と思 う事項を記述 さ

学ぶ姿勢を身に付ける。 せ る。(関 心 ・意欲 ・態度)
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4生 徒 に よ る授 業評 価

(1)生 徒 による授業評価 のね らいと質 問項 目

「倫理」の授業では、学習内容を生徒が単に知識 として受け止めるのではな く、常に自己の課題 とし

て受け止める学習 となるような指導の工夫が求められている。そこで、本研究では、毎時間の授業終了

時に観点を明確に した自由記述を主とする生徒による授業評価を実施 し、次回の授業に生かす とともに、

単元終了時にも同様の観点で生徒による授業評価を行い、生徒の変容を的確に把握 し、当該単元のねら

いが達成できる授業かどうかを検証 し、授業改善に生かそ うと考えた,

① この授業(単 元〉で、どのような事柄 に興味を持ちましたカ㌔(関 心)

② この授業(単 元)で 、どのような事柄 を深く考えさせられましたか,(思 考)

③ この授業(単 元)の 教材や資料について、どのような感想を持ちましたか。(教 材 ・資料)

④ この授業(単 元)で 、どのような事柄 を新発見しましたか、(理 解〕

(2)第1時 終了後 の生徒 の回答 と授業改 善の視点

①宗教に興味があったか らおもしろかった。

②仏教やキ リス ト教に比べるとイスラム教につ

いての具体的な理解が不足 している。

①どの宗教 もすばらしい教えがあるのに、相互

に対立す るのはなぜか、疑問である。

②異なる文化を理解することの難しさを感 じた。

①仏教のところで 「死んだ我が子を抱いて走る
ゴータミーの話」は考えさせ られた。

②資料は、人間の生き方を比較 している面があ

るように感 じた。

①宗教による違いが少 し理解できた,

①授業の内容 と方法の質を高め、発展的な学

習を用意する。

②ムス リムとの交流体験をさせる。

①イスラム教に対す る共感を基に、宗教や文

化の差異に対する理解をさらに深める、

②異文化に同化す ることと異文化を尊重す る

ことの違いを考えさせる。

①生徒の心に響 く教材を選ぷ。

②資料の見方や趣 旨を取 り違 えないように丁

寧に説明する,ま た、生徒 に応 じて適切な

資料を選択す る。

①人生における宗教の意義 を理解 させ、寛容

の精神をさらにはぐくむ。

②異文化を理解する必要感を高める。

(3)単 元終了後の生徒の回答 と授業改善の視点

観 点 質問項目に対する生徒の回答 授 業 改 善 の 視 点

①イスラム教のお祈 りと民族衣装に興味を持っ ①イスラム教以外の宗教や文化に対 しても、

関 心
た 。 関心を広げさせる。

②世界には多様な文化溺あり、宗教にほ様灯な ②社会的視野 を広げさせ 、異文化理解に対す

教えがあることに興味をもった。 る関心や課題意識を高める。

①宗教の ことを深 く考 えたこ とがなかったが、 ①一過性の思いで終わらせずに、課題追究型

授業をとお して自分の中の世界が広がった。 学習へ とつな げる、

思 考 ②ムスリムの話を聞いて、自分の考え方 との違 ②宗教をかけがえのないものとする生き方が

いに気付 いた し、人のこ とを思いや っている あることを認 め、宗教への寛容の精神 を深

姿勢に感動 した。 める工夫 をす る。

①実際にムスリムと交流をもったことが とても ①他の単元においても、異文化を肌で感 じる

教材資料 よ か っ た 。 体験の機会を充実させ る。

② もっと留学生を学校によんでほしい。 ②主体的な交流活動に発展 させ る。
■

① ムス リムが、他の宗教 も尊重 してい るのは、 ①新たな発 見に対する喜びを大切に し、寛容

理 解 新たな発見であった。

② 『クルアーン』が社会生活の様 々な揚面に影

の態度を育てる.

② 『クルアー ン』『聖書』や仏典な どを適切に

響 しているこ とが よくわか った。 教材化す る。
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第2分 科 会 「財 政 と 租 税 」

1目 標

(1)現 代社会における公的部門の経済活動である財政 ・税制の現状に関心をもたせる。

〔2)経 済の問題 と自分たちの生活とを関連付 けながら、税や税の使われ方について様々な立場に立って

検討す る能力を養 う。

(3)現 在の 日本の財政状況を多様な資料から的確に捉え、今後の租税制度の在 り方について主体的に考

察できる能力を育成する.

2評 価規準

関心、意欲、態産 思考 ・判断 資料活用の技能 ・表現 知識 ・理解

・税や税の使われ方に ・財政の現状 を踏 まえて、 ・現在の財政状況や望ま し ・租税の意義 と必要性

ついて 自ら進んで考 今後の税の在 り方につい い税制について、資料を につい て理解 し、 そ

えよ うとしてい る。 て考察 してい る。 踏 まえて表現できる. の制度 と問題点の知

・現代の経済祉会にお ・現代の経済社会で税収を ・租税や財政に関する資料 識を身に付けている。

ける財政状況に問題 財源 とする公的部門の経 を 、新 聞や テ レビの報道 、 ・現在の財政状況 が抱

意識をもち、関心が 済活動 の在 り方 にっ い 政府発行の資料、インタ える問題 について正

高 まつている。 て 、主 権 者 と して の 意 一 ネ ッ ト等 の様 々な メデ 確な知識をもって理

識をもって多面的多角的 イア を利用 して収 集 し、 解 してい る。

に考察 してい る. 主体的に活用 している。

3指 導 と評価 の 計 画

(1)単 元の指導 ・評価計画

① 指導計画

第1時 私たちの生活と税(講 義)

税に対する人々の意識に焦点を当て、税や税の使われ方への関心を高める。その際、税にっいてア

ンケー トを実施 して生徒の理解度 をあらか じめ把握す る。 また消費税について取り上げ、身近な人が

税についてどのように考えているかに関する調査を課題として出す.

第2時 税や税の使われ方について(発 表と講義)

身近な人が税について どのよ うに考えているか調査 をした結果を報告 し合 うとともに、現殺階での

自分の考えを発表する。

税の種類や課税方法な どの基本的知識を習得させながら、課税には歴史の中で築いてきたルールが

あることを理解 させ る。また納税者が主権者であることに気付かせていく.こ こではワークシー トを

活用する。

第3時 税をめ ぐる諸課題(講 義)

税の使われ方 を調べなが ら、現在の財政支出の配分を分析 させ、その問題点を理解 させる。 また、

国債残高の問題 、大きな政府か小さな政府かなどの問題 を考 えさせ る。 ここでは、国税庁発行の公民

資料 「私たちの生活と財政の役割」一財政 と税のしくみ一や、新聞記事、インターネッ トのウェブペ

ージ等を利用 し、さらにワー クシー トを活用する。
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第4時 これからの税制の在 り方について(発 表準備)

学習 してきたことや調べたことを活用し、第5時 の発表を準備させる。学習をとお して今後の税制

の在 り方にっいて自らの意見をまとめ、発表用の原稿や資料な どを用意する。

第5時 これからの税制の在 り方について(発 表)

社会構造が変化する中、これか らどのような社会が望まれるのか。それに対応 してどのよ うな税制

が望まれるのか。以上の点について、自分たちの考えをま とめ、発表する。

② 評価計画

ア 授業者による生徒の壽価

4っ の観点に対応する具体的な評価対象 ・評価方法を明確にする。

「関心 ・意欲 ・態度」

課題への取組み と内容、発言内容

「思考 ・判断」

ワークシー トの記入内容(第2、8時)、 発表の内容(第5時)、 定期考査

「技能 ・表現」

調べ方の理解(第4時)、 発表時の資料作成 と括用(第4、5時)、 発表の内容 ・表現(第5時)

「知識 ・理解」

ワークシー トの記入内容(第2、3時)、 発表の内容(第5時)、 定期考査

イ 生徒による自己評価 ・授業評価

自己評価 と授業者に対する評価の2つ の内容で授業評価アンケー トを取り、授業の改善につなげて

いく。

(2)本 時(第5時)の 指導 と評価 一これからの税制の在 り方一

① 本時のねらい

単元のまとめの時間 として学習発表を行 う。学習 した知識をもとに、自分たちの考えをま とめ、相

手に分かるように表現する力を養 う。可能であれば、質疑や意見交換を通 じて内容のフィー ドバ ック

を図るとともに、クラス全体で調べた成果 を共有する。

また生徒による授業評価を実施 し、これまでの学習の成果を各 自が振 り返る。授業者はこの評価 を

授業評価 として活用 し、授業改善を図る。
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② 本時の展開

学 習 項 目 学 習 内 容 指 導 ・評 価 活 動

導 発表の仕方の確認 発表の手順、方法を確認する, 手順の確認をさせ、理解 させ る。

入 (技能 ・表現)

各班の発表 各班ごとに発表す る。

・現在 の税制、財政支 ・税についての班員やその家族の意見を ・班 として、内容 をま とめ るこ とが

出の配分、国債残高 日常の実感な ども踏まえながらまとめ で きたかをア ドバイ スす る.一

などの問題の指摘 て発 表す る。 (技能 ・表現)

・税制や財政の課題にっいて、発表を行 ・根拠を明確にして正確な知識に基

う 。 つ いて発表 させ る.

(知識 ・理解)

展 ・国税庁 の資料や新聞 ・イ ンター ネ ッ ト ・資料の内容は適切 であ るか な ど、

などの資料を調べ、歳入歳出額の推移 資料の選択について助言す る,

や国債残高など具体性をもった内容 を (技能 ・表 現)

深 め る 、,

・望ましい税制や財政 ・課税所得の捕捉率の問題、財政赤字の ・自分たちが提案する税制 と財政の

の在 り方などの発表 推移などを踏まえて、望ましい税制 と 在 り方について具体的なデータに

税の使い方について、論理的に提案を 基づい て考察 させ る。

開 ま とめる。 (思考 ・判断)

・聞き手が納 得でき るよ う、今後の財政 ・分か りやすい 内容、言葉の使い方

の方向性にっいて、大きな政府を目指 であったかなどをア ドバイスす

す のか、小 さな政府 を 目指す のか 、そ る.

れそれの問題点は何かなどについて分 (技能 ・表現〕

か りやすく提案する。

・発表時における発表 ・聞いてい る生徒は、プ リン トに 、新 た ・生徒 の意見を班ご とにま とめて、

者以外の生徒の活動 に分かったこと、発表に対する自分の 各班 にフィー ドバ ックす る、

意見などを書き込む。 (関心 ・意欲 ・態度)

・望ま しい税 制 につい ・発表 を聞い て、改 めて 自らの考 え方 を ・様 々な意見を聞いて、 自分 の考 え

ま ての自らの見解 検証す る。 方を多面的 ・多角的に検証す る。

と (思 考 ・判 断)

め ・授業評価 ・本単元の授業についての授業評価に取

組 み 、 自 ら の 学 習 を 振 り返 る 。L
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4生 徒 に よ る授 業評 価

(1)生 徒 によ る授 業評価 のね らいと質問項 目

「政治 ・経済」では、民主的 ・平和的な国家 ・社会の有為な形成者 として必要な公民としての資質を

養 うことが求められており、そのために生徒に 「主体的に考察」 させ る指導が求められている.生 徒が

主体的に考察できるようにするためには、日々の授業がわか りやす く、生徒の興味 ・関心を高める工夫

が必要である。

そ こで、どの単元の授業においても事前に当該単元の興味について把握 し、授業後にその変容を確認

することで授業改善に向けた方策の資料 となるように生徒による授業評価を実施 した。当該単元に入 る

前の授業評価では、前単元の授業への総合評価、興味について質問す るとともに、これか ら学習す る当

該単元への興味について調べた。その結果が図1で ある,

図1
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授業に対する総合評価で、否定的な回答をした生徒は169名 中28名 だった。この内訳は、授業の レベル

が高すぎる、スピー ドが速すぎる、授業がわか りにくい という内容である。また、本単元に興味はない

と回答を したのは167名 中104名 だった。そ こで、生徒が興味を持って授業に臨めるように、生徒の身の

回 りの人への調査な どの方法を使って、学習内容が生徒の日常生活 と関連が深いことを実感できるよう

に工夫 した。本単元終了後は、内容の理解や さらなる学習への意欲などについて質問す ることで、ね ら

いの達成状況の評価とした。その結果が図2で ある。

図2 思わない

餐 懸欝1
税を学ぶことに意味があると回答 した生徒は141名 にのぼったc授 業を理解できたと回答 した生徒はll8

名だった。アンケー トの白由意見では 「税の種類がこんなにあることを知 り驚いた」、「消費税の導入に

関連 し、所得税が減税 されていたことを知った」、「同 じ所得で も税の額が異なることは発見だった」な

どの回答を得た。その意味では理解の面では成果がみられた。 しか しながら、自分から学びたい と回答

した生徒は42名 に とどまってお り、課題が残った。
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Nま とめ と今 後 の 課 題

1第1分 科 会 の ま とめ

第1分 科会では、異文化 との共生に向けた倫理的課題を探究 させ ることをねらいとして、イスラム教へ

の理解を深めさせる4時 間続きの授業を構想 した。そ して、丁生徒による授業評価」 として、同一の設問で

毎時間実施することで、授業改善の方向を明確に した。第1時 「イスラム教 とキリス ト教 ・仏教との差異」

では、1時 間終丁後の授業評価 を工夫するため、生徒がワL・・…クシー トに記入 した授業に対する感想 をr関

心」「思考」「教材 ・資料J「理解」の観点か ら分析 し、授業改善の視点を見いだ した。このことを踏まえて、

第2時 「イスラム教(ム スリム)の 生活や思想に迫る」及び第3時 「ムス リムとの共生を目指す」では、

視聴覚教材を有効に活用 し、宗教や信仰 とい うかけがえのないものを大切にする人々の存在を認め、尊重

する態度を養 うための指導 と評価を工夫 した。 さらに、第4時 「地域に住むムス リムに学ぶ」では、ムス

リム との交流やインタビューを直接体験 し、宗教や文化の差異に対す る寛容の精神の大切 さを身 をもって

実感 させる機会を設けた。そこでは、自己の 「表現」を通 して、自分 とは異なる面を持った他者 と交流す

るとい う案践的な課題に取 り組ませた。 「倫理」においては生徒の内面に迫る授業が求められてお り、集約

する負担は増えるものの、毎時間の生徒の変容を確実にとらえ、授業改善の視点 と方向性を明確にす るこ

とができた.

2第2分 科会 の ま とめ

第2分 科会では財政 と租税 についての単元を取 り上げて、指導と評価の計画を作成 し、実際の授業を通

じてその計画を検証 した.こ の単元の授業で生徒に最も伝えたかったのは、生徒一人一人が財政や租税の

問題 についての当事者である、 とい う点である。本単元は、だれもが消費税や所得税 ・住民税な どの税を

負担す る納税者であるとい う点から、「政治 ・経済」の様々な単元の中でも当事者意識を持たせやすい単元

の一つ と考えられる。そ こで事前に生徒の理解度を把握 し、それ を踏まえなが ら、身近な人への税 に関す

る意識調査の課題、新聞やインターネ ッ トの ウェブページなどを用いた資料の活用、発表学習による知識

の整理 と自分の意見の表明などの工夫を図った,こ のことにより、自分たちも社会の一員であり、この社

会を取 り巻 く現在 と未来の問題に積極的にかかわ りあうことが必要であるとい う意識、っまり主体的な学

習への意欲を育てることを目指 した。その結果、多くの生徒にとって今まで漠然 としていた財政 と租税に

っいての知識 を整理 して、一層の理解を深めることができたことが授業評価を通 じて明確になった。今後

の財政 についても、そのような理解の上に立って自分の考えを示すことができるようになった者力書ある程

度見 られた。ただ し、授業で学んだことを基にして、さらに意欲 ・興味を持って生涯にわたって学習を発

展させ ようとする意歓の育成には課題が残ったことが授業評価を通 じて明 らかになった。今後の授業を改

善 していく一つの方向が、ここに示 されているといえよう。

3今 後 の課 題

生徒 による授業評価を公民科の授業改善に生かすためには、求める授業像を明確にす ることが大切であ

る。その うえで、観点別に授業の 目標を生徒にわかりやす く示 し、評価票を作成する必要がある。今後実

践を とお して研究を深 めなければな らない。また授業改善に対す る組織的な取組 として、公開授業や研究

授業、校内研修会を充実 させ、教員同士の相互評価の結果や保護者 ・地域の方の声を授業改善に生か して

いくことも課題である。
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